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NTTの街づくり DTCは、本特集
で紹介してきたように「街区管理」
「店舗運営」などのシチュエーショ
ンや機能をデジタルツイン（以下、
DT）化し、また DT同士を連携さ
せることで、必要なタイミング・場
所で必要な情報やアクションが提供
されるような街づくりを支えるデジ
タル基盤の実現をめざすというもの
だ。現在、オフィス・商業エリアに
おける価値提供を支える 6つの DT

について具体的な開発および実証実
験もスタートしている。
「快適な街づくりを実現するため
のさまざまなアイディアを考え、仮
説を立てて実証する取り組みを続け
ています。最終目標である『DT同
士の連携・連鎖による価値の拡張』
を実現するには、個々の DTをしっ
かり構築することが重要です。その
ため現在はまず個々の DTを街づく
りに活用できることの実証に注力し
ています。」（松浦氏）

具体例として“飲食フードロス
DT”に関する実証実験を挙げるこ
とができる。フードロスは長年にわ
たり認識されてきた社会課題であ
り、農林水産省が発表した 2018年
度のフードロス量推計値は 600万
トンであった。2019年 10月 1日
には食品ロス削減推進法が施行され
るなど、国を挙げた取り組みが進め
られていく上で、引き続き削減に向
けて対策を打っていく必要がある。
フードロスを削減するためには、
まず食品の需給予測を正確に行う必
要がある。しかしコロナ禍によって

生活様式が変化したこともあり、ま
すます需給予測は難しくなってい
る。このような背景から、街づくり
DTCにおいても将来のフードロス
の削減をめざす提供価値の一つとし
ており、将来的には店舗運営 DTや
個人サービス DTとの連鎖により、
さまざまな価値を提供するサービス
の創出を構想している。
大規模な飲食チェーンのように大
量のデータを活用して食品需給を予
測できる事業者と異なり、経験や勘
に頼る部分が大きい多くの小規模な
飲食店にとって、役立つサービスに
なることが想像できる。

未来の街づくりを実現するためのプラットフォームである“街づくりDTC”は、NTTグループ各社が持つビジネス開発
やサービス提供に関する豊富な知見と、NTT 研究所の研究成果を活用して開発が進められ、実証実験も行われている。
本稿ではこれまでに実施されてきた実証実験や、今後の取り組みなどについて紹介する。

4“街づくりDTCTM”実用化に向けた実証実験

飲食店や新築オフィスビルなどさまざまな場で
デジタルツインの検証を目的とする実証実験を開始
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街づくりDTCの実用化に向け
個々のDTをしっかり検証

“飲食フードロスDT”の
実証実験
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WITH HARAJUKUにおいて実証実
験を開始
この DTの開発に関連し、2021

年 3月 22日より東京都渋谷区の商
業施設“WITH HARAJUKU”（図 1）
内 に あ る カ フ ェ“AUX BACC 

HANALS（オーバカナル）”において、
来店客数を予測し、適切な仕入れや
調理量を導き出すための実証実験
（図 2）が始まった。
入力データとしては店舗に設置し
たカメラの映像からエッジ AIを活
用してカウントした来店客数と、お
よび曜日や天気・気温、周辺の人流
などのオープンデータを活用してい
る。これらのデータを基に 1～ 7日
後までの来店者数を 1時間単位で予

測することに取り組んでいる。本
実証実験では、NTTデータがス
マートシティ実現に向け 2021年
1 月 に 発 表 し た 新 ブ ラ ン ド
“SocietyOSTM”によるデータ流通
基盤も活用している。
　
予測精度の検証に加えさまざまな
ノウハウを獲得・蓄積
来店者数を予測するためのアル
ゴリズムは NTT研究所が開発し

た。事前の検証を通じある程度の予
測精度を達成可能であることを確認
した上で、より良い予測精度を実現
するために収集すべき情報を念入り
に検討した。その結果、これまでに
8 ～ 9割ほどという概ね想定どおり
の予測精度で来店客数を予測可能で
あることを確認している。
「今後は飛び石連休のようなイレ
ギュラーな条件下でのデータ収集と
分析にも力を入れたいと考えていま
す。」（西林氏）
また本実証実験は検討段階から

NTTデータや NTT研究所に加え、
NTTグループ各社と連携しており、
調整に関する苦労はあったものの、
しっかり連携できる体制作りも成果

の 1つと言える。
このほかにも実証実験を行う過程
で、当初想定していなかったノウハ
ウを得ることも多かった。島田氏が
「店舗にカメラを設置する必要が
あったのですが、有線で通信するた
めの工事は難しいことがわかり、急
遽無線に変更しました。これにより
充分な通信品質の確保に苦労するこ
とになりました」と言うように、サー
ビス提供の過程で必要となる細かな
ノウハウも蓄積されている。
　
来店客に安心して店舗を利用しても
らえるよう配慮
本実証実験ではカメラ映像から来
店客数をカウントするため、個人を
特定できるデータを収集・蓄積しな
い配慮が必要となる。とはいえ、カ
メラを設置し店舗の入り口を撮影す
るため、BtoBtoCの Cにあたる来
店客に対する説明責任を果たすこと
にも注意した。具体的には、店舗入
り口付近のわかりやすい場所に「実
験のため撮影を行っていること」、
「個人の特定につながる情報は収集
しないこと」、「人数を計測した後は
映像データを削除すること」などを
説明したパネルを掲げている。
　
来店予測のブラッシュアップ
今後は来店予測についてさまざま

なブラッシュアップも進めていく予定
だ。たとえば予測のためのデータと
して天候の詳細やロケーションに対
する注目度など、より多くのデータ
を追加していく。またカメラ映像を元
に性別や年齢を推測し属性分析をす
る、当初想定していたアルゴリズム
そのものを改善するといったことが
検討されている。このほか使いやす

ダッシュボード来店数の
予測結果

来店予測 

来店予測
シミュレーション

 
 

曜日・休祝日・季節  

飲食店（WITH HARAJUKU）

予測に用いるオープン情報

天気・気温  

周辺の人流 

＋α （今後も追加予定）

SocietyOSTM

カメラ＋エッジAIで、来店者が
店舗入口から店内へ通過するとカウント

過去の来店数や予測パラメータを
学習し、1～7日後までの来店数を
1時間単位で予測

フードロス抑制システム

アルゴリズム

来店数の
カウント結果カメラ＋エッジAI

図 2　WITH HARAJUKUにおける実証実験の概要

図 1　WITH HARAJUKU外観
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い UIによるダッシュボードで予測結
果をよりわかりやすく提供するといっ
たことにも取り組んでいく方針だ。

“街区管理 DT”に関連する実証
実験として、2021年 2月、NTTアー
バンソリューションズのグループ会
社である NTT都市開発が NTTドコ
モ、大成株式会社、ugo株式会社と
共に、名古屋市のアーバンネット名
古屋ビルで行った“5Gを活用した
警備ロボット実証実験”を挙げるこ
とができる。
　
自立走行と遠隔操作が可能なロボッ
トを警備に活用
この実証実験は ugo株式会社の次
世代型アバターロボット”Ugo®TS-P

（ユーゴーティーエスピー）（以下、
Ugo）”を活用し警備業務を行うと
いうものだ。総合ビルメンテナンス
業の大成株式会社の協力を得て、人
とロボットがビル警備業務を分担し
て行う「ロボット警備ソリューショ
ン」の実現をめざす取り組みの一環
と位置付けている。
2本のアームを持つ Ugoは自律
走行に加え遠隔からの操作が可能で
あり、今回の実証実験では遠隔操作
に NTTドコモの 5Gを活用した。
このロボット警備に関する技術や知
見は、街区管理 DTにおける「清掃・
警備・保全最適化機能」への応用が
想定されている。

商用と実証が混在した形で街づく

りを進めようとする事例もある。舞
台は NTTアーバンソリューション
ズと NTT都市開発が 2022年 1月
の竣工をめざし名古屋市東区で開発
を進めている次世代型先進オフィス
ビル“アーバンネット名古屋ネクス
タビル”（以下、本物件）だ。実証
が完了したサービス・機能から順次
商用利用を進める前提で開発が進め
られている。
　
幅広い価値提供をめざす
さまざまな ICT技術の組み合わ
せにより「新たな働き方を支える」
ことをめざした本物件における、街
づくり DTCの提供価値を図 4に示
す。新たな働き方による生産性向上
のほか、ビル管理の効率化によるコ
ストカットにも取り組む。また“飲
食フードロス DT”や“街区管理
DT”など、本記事で紹介してきた
DTを含む複数の DTも活用される

予定だ。
将来的には 1人ひとりの仕事状

況に応じて最適な働く環境をビルが
自動でアレンジする、「AIコンシェ
ルジュ」でその時に応じた最適なお
もてなしをする、5GやMR（複合
現実）の技術を活用して対面してい
るかのような遠隔コミュニケーショ
ンを可能にする、顔認証により非接
触型で入退館を管理する、エネル
ギー利用を最適化する、など、意欲
的な目標を次々と掲げている。
「重視しているのは『街に来る人に
とっての価値』であり、ICTありき
ではありませんし、また価値につい
てもさまざまあり、例えば管理スマー
ト化によるコストカットや、賑わい
創出等でのテナント様のバリュー
アップなど、因果関係が異なる価値
もあります。それらの特性を理解し、
適切に効果を測定し検討していくと
いった難しさもあります。『これさえ

あれば課題を解決できる』と
いうものでもなく、既存の仕
組みや取り組みとも組み合わ
せながら価値を生み出してい
く方針です。」（山下氏）
　
NTTグループが一体で進め
る街づくりを象徴するプロ
ジェクトに
このチャレンジングな取り
組みにおいて NTTアーバン
ソリューションズおよびNTT

都市開発は、NTT西日本、
NTTデータカスタマサービス
株式会社、NTTドコモ、NTT

コムウェア等と密接に連携
し、NTTグループのケーパビ
リティを活用できる強みを活
かしている。1つのプロジェ

“街区管理DT”の「清掃・警備・
保全最適化」に関連する実証実験

次世代型先進オフィスビルに
おける商用化を前提とした

実証実験
図 3　アーバンネット名古屋ネクスタビル外観
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クトで多数のグループ会社がこれほ
ど密接に連携することは珍しいと言
え、NTTグループが一体となって
進める街づくりを象徴するような取
り組みとなっている。
　
サードパーティーの技術・ノウハウ
も活用
更に NTTグループ外の技術・ノ
ウハウも積極的に活用している。た
とえば入退館などで顔認証を行うた
め、米国国立標準技術研究所（NIST）
の性能評価で長年 1位を誇る NEC

の顔認証技術を採用、さらに IoTシ
ステムやインフラの制御・運用に関
する OT（Operational Technology）
システムへのサイバー攻撃を早期に
検知し、迅速に対応するため、NTT

研究所と米国 Tanium社の戦略的提
携による最先端技術を活用する。

街づくりDTCを構成する各DTで
はカメラ映像を解析して価値提供に
つなげる場面が少なくない。そのた
めプライバシー保護やセキュリティ
対策も重要な課題となっている。

予定されており、住環境に対する多
様なニーズに対応するための仕組み
を備えた新規物件において、モニター
を募集して近く検証を行う予定だ。

都市開発独特の難しさがやりがい
でもあるとして、松浦氏は次のよう
に述べている。
「街づくり× ICTは世の中的にも
新しい取り組みであり、建築の世界
と情報システムの世界といった異な
る技術・文化・人財によるコラボレー
ションにより日夜進めています。そ
のため、重視するポイントや課題感、
果ては言葉の定義など一つ一つ目線
を合わせていくことが非常に重要で
す。また開発に対する時間軸が異な
り、10年やそれ以上の長期間にわ
たる取り組みであるからこそ、明日
にでも出来るようなことばかり盛り
込んでいては駄目です。ライフスタ
イルや技術の未来像も考えながら開
発・実証に取り組んでいます。」

DTCに関する基礎的な研究開発
を担う NTT研究所は、カメラ映像
から個人の健康状態などがわかる情
報を収集・蓄積しないようにするな
ど、倫理面を考慮しながら研究開発
を進めており、実証実験においても
そのノウハウが活かされている。
また、前述のように、IoTシステ
ムや OTシステムへのサイバー攻撃
の早期検知や対策についても検証を
重ねていく方針だ。

「我々が最終的にめざしている未
来の技術は、一足飛びに実現できる
わけではありません。まず個々の
DTをしっかり実証し、ブラッシュ
アップすることの繰り返しが重要で
す。その意味ではアジャイル開発に
近い取り組みと言えるかもしれませ
ん。今後もさまざまな実証を行って
いく考えです」と山下氏は語る。
たとえば本稿で紹介した実証実験
は商業施設に関するものが中心で
あったが、快適な住環境を実現する
ことにより「住まうことを楽しんで
もらう」ことをめざした実証実験も

街づくりDTC

① 時間と空間
の制約からの解放

目的な気分に応じて働き方や場所を
自由に選択することによるパフォーマンスの最大化

② 新たな
発見と創造

自分の人脈や、想像を超えた人とのコラボレーションや、
リモートでもまるで対面しているかのような臨場感実現

③ 安心安全 顔認証による非接触入退館、
ロボット・AI 活用によるビル警備等の高度化

④ 環境負荷 エネルギーの見える化やフードロス削減による
環境負荷低減

図 4　アーバンネット名古屋ネクスタビルで実証を予定する提供価値

プライバシー保護と
セキュリティ対策を重視

「住まうことを楽しんでもらう」
ことをめざした実証実験を予定

ライフスタイルや技術の未来像を
考えながら開発・実証を進める


